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③ 教科横断的な課題 に関す る研究

（平成19・20年度）

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

大町小学校は，スキー発祥の地として，日本三

大夜桜で有名な地として，また，大変な豪雪地と

しても知 られる上越市高田の中心部にある伝統

校である。当校は，創立以来，教育の流行に翻弄

されることなく 「一人一人を生かしきる教育」を

教育理念 とした実践研究が継承されている。そこ

では，子どもが意欲的に追究する中で「生きる力」

を獲得 してい くことを重視 してきた。平成14年

度からは，思考力に焦点を当て， 「対話を核とし

た思考のモデル」に基づく授業実践や，手立てとし

ての 「他者対話 ・自己内対話」の定着と活用を図っ

てきた。そして，長年実践研究を続けてきた結果，

価値ある経験を積み重ねる中で，身に付けた知識

や技能を駆使 しなが ら，学びを広げ深める子 ども

の姿を示すことができた。

2学 校の概要 （平成20年5月1日 現在）

教員数18名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研究成果 の要点】

○わくわ く学習 （生活科 ・総合的な学習の時間

の総称）の学びから 「思考力をはぐくむため

の階層モデル」を導き出した。

○各教科 ・領域において， 「思考力をはぐくむ

ための階層モデル」を活用 した授業の構想 と

展開のポイン トを明らかにした。

○教科横断的に全教育活動をとおして思考力を

はぐくむためのポイン トを整理 した。

①わくわく学習と他教科 ・領域の学習内容 と

の関連を図り，その体験を生かす。

②わくわく学習で経験 した学び方を他教科 ・

領域の学習に活用する。

③各教科や領域の特性 を踏まえ，その本質に

迫る特有の思考力を明確にす る。

④年間を見通 して重点単元を定め，思考の階

層モデルに則 した単元開発をする。

⑤学級経営案に示した教育活動方針を単元レベル

で具体化した年間指導計画を作成する。

⑥教師の問題意識や担当教科 ・領域を中心に

個性的なカ リキュラムを作成す る。

1研 究主題等

（1）学校における研究主題

思考力をはぐくむ授業の構想 と展開

（2）学校における研究主題設定の理由

子 どもは，対象や他者 とかかわ り合 う中で

学ぶ。そこでは，教科 ・領域の枠組を超えて，

多様な考えやこれまでの経験，既習の知識 ・

技能など様々な事柄を結び付け，再構成する

思考力を働かせている。また各種調査結果か

ら，考える力や判断力，読解力の低下が浮か

び，更なる学習指導の改善が求められている

現状において，思考力をはぐくむ授業の構想

と展開を明らかにすることは，確かな学力の

育成につながる。そこで 「思考力をはぐくむ

授業の構想 と展開」を研究主題に設定し，縦

軸 （6カ年） と横軸 （各教科 ・領域）のつな

が りが深い生活科 ・総合的な学習の時間を中

核に各教科 ・領域を関連付け，実践 していく

ことにより，全教育活動を通 して生きる力を

はぐくむこととした。

（3）本調査研究で取 り組む教科等
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生活 ・総合的な学習の時間を中核にすえた

全教科 ・領域

（4）取組体制

○研究推進部

・研究主任 ：研究推進の計画立案，研究推進の

点検調整 ・改善

・思考のモデル研究部：思考する子どもの姿（行

為）の集積 ・検討 ・整理

・思考を促す手立て研究部 ：教材 ・単元構成 レ

ベルと対話を中心とした学習指導 レベルで

の思考力をはぐくむための手立ての集積検

討 ・整理

・思考する姿評価研究部 ：思考の三階層におけ

る評価 （内容 ・方法）についての集積検討 ・

整理

○教科 ・領域部

各教科 ・領域の特性 をふまえた思考力，思考

力をはぐくむ手立ての構築及び提案

○学年部

生活科 ・総合的な学習の時間を中核にすえ

た年間カリキュラムの構想 と展開

○校長 ・教頭 ：研究に対する指導助言

○研究協力者 ：研究に対する指導助言，外部

評価

（5）2年 間 の主 な取組

平

成

19

年

度

○各教科 ・領域において，思考力をはぐくむ

具体的な姿を明 らかにする。

○各教科 ・領域の特性を踏まえた，思考力を

はぐくむ有効な手立てを集積する。 （対話，

体験，教材 ・教具，発問，作文，学習形態

など）

○生活科 ・総合的な学習の時間を中核にすえ

たカ リキュラム構想の観点を探る。

○思考力をはぐくむための評価の内容と方法

を探る。

平

成

20

年

度

○わくわく学習 （生活科及び総合的な学習の

時間）を中核にすえたカリキュラムを基に

して， 「思考力をはぐくむための階層モデ

ル」を活用しながら，わくわく学習及び各

教科 ・領域 において，思考力 をは ぐくむ授

業を構想 ・展開す る。

○わ くわ く学習の学びを教科 ・領域 の学習 に

生か し，教科 ・領域 の学びをわ くわ く学習

に生か してい る子 どもの姿を具現す る。

○思考力 をは ぐくむための手 立てを集積 し，

整理す る。

○思考力 をは ぐくむための評価法 を内容面 ・

方法面で明 らかにす る。

○思考力 をは ぐくむ年間カ リキュラム を提案

す る。

2研 究内容及び具体的 な研究活動

（1）思考力

これまでの実践研究か ら，当校で は 「思 考

力」を 「自己 と学習対象 がもつ文化世界 （本

質）との関係 をつ くってい く力」と定義付 け

ることとした。

一般的に 「思考力」 とい うと
，論理的に考

え る ・筋道立てて説明す る ・テキス トを読み

解 くとい う言葉に代表 され る よ うに，知的 な

思考作用 とい う意味合 いに解釈 され てい る。

当校 が定義す る 「思考力 」は，諸感覚 をは

た らかせて対象 とかかわる体験や活動 を通 し

ては ぐくまれ ると考えてい る。そ のた め，活

動 に没頭す る姿や経験 した こ とを生か して工

夫す る姿において，子 どもの 「情 ・意」は除

かれ ない。当校 がは ぐくみたい 「思考力」は，

感性 ・身体性 を伴 う 「知 ・情 ・意」を包括 し

た ものであ り，思考力 ・判断力 ・表現 力等 を

広義 に解釈 した 「思考力」 （以下 「」は省略）

で ある。子 どもが，思考力を発揮 して本質 に

迫 るとき，揺れ動いた り，悩 んだ り，驚いた

りといったいきい きと躍 動感 あふれ る姿が表

れ る。 このよ うな 「思考力」は， 「生きる力」を

支える確かな学力であり，子 ども一人一人が実感

する真の学力であると考える。

（2）思考力をはぐくむための階層モデル

次 のモデル が， 「思考力 をは ぐくむた めの

階層モデル」で ある。 これ は， これまでのわ

154



くわ く学習 （生活科 ・総合的 な学習の時間）

における子 どもの学ぶ姿か ら明 らかに したも

のである。

思考力 がは ぐくまれ る過程 は，学習履歴等 の違

いに よってスパ ンは異な るが， 「自分の考 えをも

つ→多面的 に問い直す→ 再構成 し明確にす る」と

い う道筋 をた ど りなが ら，階層 的に高ま ってい く

こ とが分かった。すなわち，このモデル は，習得

した知識 ・技能 を活用 してい く探究型の学習過程

を意味 している。

また，各教科 ・領域 にお いて，年間 レベル ・単

元 レベル ・授業 レベルでの子 どもの学習過程 にも

相 当す ることか ら，年間カ リキュラムの評価改善

や，日々の授業づ く りや改善 の指針 として も機能

してい る。

私たちは，わ くわ く学習 （生活科 ・総合的 な

学習の時間） を教育活動の中核 にす えて，各教

科 ・領域 において もこのモデル に基づ き，探究

型 の授業 を構想 ・展 開 した。

（3）わ くわ く学習の構想 と展開

わ くわ く学習では， 「共 に生 きる （地域 に生

きる，人 と生 きる，未来に生きる）」とい うテー

マの もと， 「自分 と身近 な人々や 自然及び社会 と

かかわ りなが ら，対 象への気付 きをもとに，自分

自身 の生活について考え 自立 してい く子 ども（生

活科）」 「多様 な見方 ・考え方 を しなが ら対象 と

かかわ りあ う中で，対象の特性 に気付 き，自己の

生 き方 を問い続 ける子 ども （総合 的な学習の時

間）」を 目指 している。

そのため，地域の 自然や社会 の 「もの ・人 ・こ

と」に触れ，調べ，知 り，愛着や誇 り，夢 をもつ

ことにつ なが る活動 を重視 して取 り組 んでいる。

ポイン トは，継続的 に対象 とかかわ ることができ

ること，自分の ことと して関心や意欲 を もって追

究で きる こと，地域 の人々を も巻 き込んだダイナ

ミックな活動 に発展 す る可能性 が ある ことな ど

である。

下表 はここ数年の各学年におけ る主な活動 内

容 である。

学年 主な活動内容

1 生命尊重を重視した動物飼育活動

2 キャリア教育の視点を取り入れた

野菜栽培活動

3 地域を愛する心を育てる地域探検

4 環境教育の視点からせまる川の探索活動

5 地域に生きる人 との出会いから学ぶ

生き方交流活動

6 ふるさと高田の町づくり発信活動

（4）思考力をはぐくむ授業の構想のポイント

私たちは，思考力をはぐくむ授業を構想する

ためのポイン トを，これまでの研究から次の4

つに整理 した。

① 各教科 ・領域でめざす思考する姿を踏ま

え，授業者がとらえる単元の本質を明確

にする。

② 本質を意識 しなが ら，思考力をはぐくむ

三階層の子どもの姿を導き出す。

③ 思考力を促す三階層 の学習活動を計画

する。

④ 思考する姿を見 とる評価の観点を定め，

評価基準を階層ごとに設定する。

① 単元の本質を明 らかにする

これまで，単元を構想する際，まず各教科

・領域の学習指導要領の内容か ら，単元の 目

標 を導き出して くることが多かった。そこ

で，当校では， 「本質」を単元の目標の中核

にすえて授業を構想することに した。例え
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ば，理科の 「水溶液の性質」の単元であれば，

水溶液の性質が分かることを目標 とす るレ

ベルを越え，子 どもが 「水のすごさ」の概念

に対 して自分の考えをもつ ことを大切にし

ている。つまり，その学年にとどま らない上

位の概念，より大きな枠組みの中での一般的

な概念 とでもい うべきものを 「本質」ととら

え，授業において，子どもたちが本質に迫 り

なが ら自分の考えを明確にもつために，言語

活動や体験的活動，学習環境のデザインをい

かに位置付けれ ばよいか検討 を進めていっ

た。

② 三階層の子 どもの姿を明らかにする

次に， 「思考力をはぐくむための階層モデ

ル」と 「各教科 ・領域におけるめざす思考力

をはぐくんでいる子ども像」や 「各教科 ・領

域における手立てと階層」 （資料参照）を指

針に，本質を意識 しながら思考力をはぐくん

でいる姿を描き出した。このとき，本質をど

こで気付かせ，どのように本質に迫 りながら

自覚化 させていくかを明確にしていった。

③ 三階層の学習活動を計画する

思考力をはぐくむ階層モデルを基に授業作

りや評価 ・改善を行 う中で，子 どもの思考力

をはぐくむために，それぞれの階層における

学習活動のポイ ン トを下図のように整理 し

た。

〈 思 考 の 第 三 階 層 〉

自分 の考え を再構成 し， 明確にす る

◆ 「取捨・選択」 「応用 ・活用」 「生活化 ・実践化」な

どの体験をもとに，学習対象と自分との関係を更に確

かにする活動

◆獲得した知識 ・技能を自分の表現に活用し，解釈をつ

くり替えたり，意味付けたりする活動

◆学習対象と自分との関係を確かめ，自己評価する活動

〈 思 考 の 第 二 階 層 〉

自分 の 考 え を 多 面 的 に 問 い直 す

◆ 「多様 な経験」や 「試行 ・模倣」， 「比較 ・検討」な

どの体験 をもとに，新 たな学習 内容 を獲得 してい く活

動

◆他者 との対立や葛藤 を引き出 しなが ら， 自分 の見方や

考え方を，修正 した り強化 した りしてい く活動

◆ 「分ける ・選ぶ ・並べる ・説 明す る ・関係付 ける ・仮

定す る ・焦点化す る ・理由や根 拠をあげて話す 」など，

学習対象 と自分 との関係 を問い直す活動

〈 思 考 の 第 一 階 層 〉

身 分の考え をもつ

◆ 「触れる・浸る・慣れ親しむ」などの体験をもとに，

学習対象に出会い，自分の見方や考え方を明らかにす

る活動

◆これまでの学習や経験をもとに，学習対象と自分との

関係を築く活動

◆学習対象に驚き，不思議さ，矛盾などの自分の解釈や

疑問を見いだす活動

④ 評価規準を階層ごとに設定する

評価 とは，本来子 ども一人一人を的確に理解

し，成長への支援を行 うための活動である。思

考力をはぐくむ学習過程は，まさに子 どもの学

びが連続する営みといえる。よって，観点別に

子 どもの学びを切 り取る評価とい うよりも，子

どもの思考過程に沿った評価方法をとらなく

ては一人一人の成長への支援は難 しい と考え

た。

そこで，当校では，まず思考力をはぐくむ階

層 ごとに子 どもの具体的な姿を描き出す こと

にした。そして，次の階層への指導 ・支援に生

156



かすために，単元全体を貫 く 「評価 の観点」を

設定す るとともに，階層 ご との評価規準 を明確

に して評価 してい った。

思考力 とは見 えない学力であ り，評価す る

ことは困難で あると言われ る。 しか し，子 ど

もが対象 との関係 をつ くってい く姿 を具体的

な子 どもの姿で示す ことによ り，思考力 を評

価す ることは可能になる と考 えた。

（5）思考力をは ぐくむ授業の展 開のポイ ン ト

思考力をは ぐくむ手立て を，言語活動，体

験的活動 ，学習環境 のデザイ ンの3つ か ら整

理 した。

① 言語活動 ＜話す ・聞 く，書 く，読む ＞

言語 による対話 は，どんな教科 ・領域 にお い

て も思考 のた めに不可欠である。対話 には，他

者 との対話 と自己との対話 の二つがあ る。一つ

は，学ぶ主体同士の交流 の中で，互い の考 えの

違 いを基 に話 し合 う他者対話 （話す ・聞 く）。

も う一つ は，内なる 自分 と向 き合 い，吟味 しな

が ら納 得の世界 を形成 してい くた めの 自己内

対話 （書 く活動） である と考 えた。

・他者 対話 （話す ・聞 く活動）

各階層 にお ける主な他者対話 のパ ター ンを

整 理 した。

◆思考の第一階層 ：

質疑応答やブ レー ンス トー ミング

◆思考 の第二階層 ：

相違点や類似点 を基に した意見交流や討議

◆思考 の第三階層 ：

新たな意見の提案や協議

・自己内対話 （書 く活動）

書 くことによって，子 どもはそれまでの経験

や既習の知識 を整理 ・統合 し，自分の考えをつ

くることができる。授業 の終わ りや 単元や活動

の終わ りに，作文 シー トや ノー ト，ワー クシー

トに 自分 の考 えを書 くことを取 り入れ る。 ま

た，書 くことは，考 えることを促す こ とだ けで

な く，人に伝 えてい くよさ （伝達性），デー タ

として残 り振 り返 るこ とので きるよ さ （記録

性 ）があ る。書 く方 法 としては，体験 してか ら

書 く，話 し合 ってか ら書 く，付せん紙やカー ド

を整理 してか ら書 く，調べてか ら書 くな どがあ

る。

各階層 にお ける書 く活動 の主 な内容 は以下

の とお りである。

◆思考の第一階層 ：

自分の考えの よ さや疑問

◆思考の第二階層 ：

葛藤や他者の立場で問い直 した 自分 の考 え

◆思考の第三階層 ：

本 質に照 ら して修正 ・吟味 された 自分の考 え

・読む活動

資料 な どを読んで話す ，読んで書 く，書 いた

ものを読むな ど，読む ことは，話す ・聞 く，書

くことと一体化 して行 っている。その際，読み

返す ，速 く読む ，声 に出 して読む な どをして，

よ り思考に生きてはた らくよ うに した。

② 体験的活動

わ くわ く学習のみな らず，各教科 ・領 域にお

いて も，体験 的活動 を多 く取 り入れ ることに し

た。体験的活動において，子 どもは諸感 覚をは

た らかせ て対 象 とか かわ り，実感 的 に とらえ

る。そ して，体験的活動 をとお して考えた こと

を話 し合い，書 くことによって，理解 が深 ま り，

本質 に迫 ることができる。また，ま とめた考 え

を新聞や造形作品，マ ップ，カ レンダー，ホー

ムペー ジ，劇やオペ レッタ，イベ ン トなどに表

す ことも有効 である。体験的活動 と言語活動を

効果的 に位 置付 ける ことで思考力 を は ぐくむ

ことができるのであ る。

なお，教科 ・領域 に よっては体験的活動が

目的的活動 とな り，学習内容 そのものにな る

こともある。

③ 学習環境 のデザイ ン

・学習形態

学習形態 は，ね らいや 学習活動 に応 じて一

人，ペア，グループ，全体 と多様なス タイル を

とるよ うに してい る。机の配列を コの字形 にす
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る ことに も試みてい る。コの字型 にす ることに

よ り，子 ども同士の表情が よく見え，分か らな

い ところを聞き合 える利点が ある。

・教材 ・教具

全体の話合 い場面 では，ネー ムプ レー トな ど

を活用 して，課題 に対す る 自分の立場 を明確 に

した り，自分だけでな く他者の考えや思考 の変

容 に も気付 いた りす る ことが できる よ うに し

ている。子 どもが考えを表 し，他者 と比較 しや

す い教材 ・教具 を工夫 してい る。

・ゲス トテ ィーチャー

地域には，豊かな知識や技能 をもつ人がた く

さんい る。そ うした方々 を学校に招 き，子 ども

が 「本物」 に触れ るだ けで教育的価値 がある。

そ して，話 を聞 くことで，子 どもは考えを問い

直 した りつ くりかえた りす ることができる。

この他，補助教材，学習プ リン ト，ICT，

板書，発問 などの工夫 もしている。

④ 考 える場 と時間の設 定

理解や定着を求めて性急 に授業 を進めるの

ではな く， じっく り考 える機 会を設定す るよ

うに してい る。 当た り前の よ うだが，思考力

をはぐくむためには，何 よ りも考 える場 と時

間 を設定す るこ とが手立 て となる。

（6）わ くわ く学習 を中核に全教育活動 を通 して

思 考力 をは ぐくむカ リキュラムの開発

縦軸 （6カ 年） と横軸 （各教科 ・領域）のつな

が りが深 いわ くわ く学習 をカ リキュラムの中核

にす え，各教科 ・領域 において思考の階層モデル

に基づいた授業 を構想 ・展 開す ることに より，教

科横断 的 に全教 育活動 を とお して思考力 をは ぐ

くむ ことに した。

思考力 をは ぐくむカ リキュラムを構想す るに

あた って，以下の よ うに視点 を整理 した。

①わくわく学習 （生活科 ・総合的な学習の時

間）をカ リキュラムの中核にすえる
・わくわく学習を他教科 ・領域の学習内容

と関連を図 り，その体験を生かす。
・わくわく学習で経験 した学び方を他教科

・領域の学習に活用する
。

②各教科 ・領域における思考力を育む単元を

開発する
・各教科や領域の特性 を踏まえ，その本質

に迫る特有の思考力を明確にする。
・年間を見通 して重点単元を定め，思考の

階層モデルに則 した単元開発をする。

③すべての教育活動に目を向ける
・学級経営案で示 した方針を単元レベルで

具体化するよう，年間指導計画を作成す

る。
・教師の問題意識や担当教科 ・領域を中心

に個性的なカリキュラムを作成する。

なお，カリキュラムは，学級担任が構想 し，

教育活動を展開する。そして，定期的に実践検

討会を開催 している。公開授業の事前 ・事後検

討，実践 レポー トによる検討を行い，評価改善

を行っている。

（7）国語力 ・算数力テス トの改善

これまで，思考力をはぐくむ授業改善をめざす

方策の一つ として，国語力 ・算数力テス トを学期

に1回 実施 していた。従来の国語力 ・算数力テス

トは，主にその学期に学習した漢字の読み書きや

計算の習熟を図ることを目的としたテス トだっ

た。しかし，思考力をはぐくむ授業を構想 し，展

開することに重点を置いているにもかかわらず，

そのことが，どれだけ子 どもの力になっているの

かを診断するテス トの実施は十分ではなかった。

そこで，思考力を問 うテス トを実施 し，教師の指

導を評価 ・改善する必要性から，テス トの内容を

変え，思考力を問 うテス トを実施 した。

思考力を問 うテス トを作成，実施することによ

り，指導者の意識が変容 した。私たちは授業を見

直し，子どもに思考力をはぐくむためにはどのよ

うに授業をつ くっていけばよいのかを改めて考

えるようになった。そ して，教師主導の発問に沿

って学習を進めていく授業スタイルから，子 ども

が自分 と学習課題をかかわらせ，問題意識をもっ

て学習をする授業スタイルへの変換が必要であ

ることが分かった。そ して，テス トをきっかけに

「文章に書かれていること・話 していることが分
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かればよい」 「公式 さえ覚えて答えが合っていれ

ばよい」ではなく， 「どのように表現されている

のか」「なぜそのような結論を得ることができる

のか」に着 目する子どもの姿が見 られるようにな

った。

3研 究成果の普及

本研究成果の普及に関 して，2つ の研究発表会

と研究成果の出版物を通して，研究成果を発信 し

た。

① 公開授業研究会による研究成果の普及

平成20年2月1日 （金），本校を会場に 「教

育フォーラムin上 越」において研究中間発表会

を開催。参加者約100名 を迎えての各教科 ・領

域の3つ の教育活動の授業公開。また，元上越

教育大学教授西野範夫様によるご講演。

～5年 国語科公開授業の様子～

平成20年11月28日 （金），本校を会場に参

加者約500名 を迎え，各教科 ・領域の10の 教育

活動の授業公開。兵庫教育大学学長梶田叡一様

より 「新学習指導要領が目指す もの」を演題に

ご講演。

～6年 わ くわ く学習授業公開の様子～

②研究成果物の配布による成果の普及

平成19年 度には， 「平成19年 度校内研究の

まとめ」を近隣学校，関係諸機関へ配布。

平成20年 度には，上越市立大町小学校編著

「思考力をはぐくむ授業～構想 と展開のポイン

ト～」 （日本文教出版，2008年 ）を研究成

果出版物として出版。研究成果発表会にて配布，

普及。

③国立教育政策研究所教育課程指定校事業連絡

協議会等での成果紹介等による普及

④ホームページにて，当校の研究の概要の公開

4成 果 と課題

私たちは，単元の本質を意識 しながら，本質に向

かって考える授業づくりや授業改善に努めてきた。

また，教科横断的に全教育活動を通 して思考力をは

ぐくんできた。

その結果，知識 ・技能を習得 し活用 しながら，自

ず と自分の考えを表現 したくてたま らなくなる子

どもの姿を具現することができた。この姿こそ，本

質に向かい思考力を発揮 している姿に他ならない。

また，わくわく学習の体験を教科 ・領域の学びに生

か し，わくわく学習で経験 した学び方を活用 して教

科 ・領域での課題 を解決 していく姿があった。この

ような姿から，教科横断的に思考力をはぐくむため

には，わくわく学習と各教科 とで，学習内容の関連

や学び方の共有を図ることが重要であることが分

かった。更には，私たち教師 自身 も 「思考力をはぐ

くむための階層モデル」を活用 した単元構想のよさ

を実感 し，思考力をはぐくむ授業の構想 と展開のポ

イン トの妥当性を確認することができた。

今後，わくわく学習におけるより充実 した体験活

動の在 り方，発達段階に応 じた思考力のとらえ，系

統性を考慮したカリキュラム，各教科 ・領域間の関

連性、評価の在 り方等を明らかにしていくことが必

要である。

研究中間発表会

研究成果発表会
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〈資料〉

思考力をはぐくむ三階層の子 どもの姿を導き出すための各教科 ・領域における手立てと階層

教科 ・領域 思考する姿 思考の第一階層 思考の第二階層 思考の第三階層

わくわく学

習で思考力

をはぐくむ

子 ども

自分と身近な人々や 自然及び

社会とかかわ りなが ら，対象へ

の気付きをもとに，自分 自身の

生活について考え，自立 してい

く子 ども （生活科）

多様な見方 ・考え方をしなが

ら対象とかかわ り合 う中で，学

習対象の特性に気付 き，自己の

生き方を問い続ける子 ども

（総合的な学習の時間）

対 象 に繰 り返

しかかわ る中で，

自分 の した こ と，

見 た こ とか ら 自

分 ら しい 気 付 き

をつ な ぎな が ら

対 象 の よ さ に気

付 く。

多様 な見方 ・考

え方 を しな が ら

対 象 に か か わ る

中で，対象 と自分

との関係 を広 げ，

自分 の考 え を つ

くる。

対象 が もつ本

質を探る中で，対

象 に対す る自分

の考 えを再構 成

する。

教科 ・領域 思考力をはぐくむ手立て 思考の第一階層 思考の第二階層 思考の第三階層

国語科で思

考力をはぐ

くむ子 ども

自らの言葉で主体的に他者 とかかわ りなが ら，自分の考えを深めるとともに，言葉 （言語

文化や言語行為）への関心と信頼を高める子ども

○相手意識や 目的意識をもたせ

た具体的な言語活動を設定す

る。

○習得 した知識や技能を生活の

中で活用す る。

既 習の知識 ・技

能 を生 か して 読

ん だ り， 書 い た

り，話 した りし，

課題 を意識す る。

共 通 点 や 差 異

点 を 考 え な が ら

読 んだ り，話 し合

った り，書いた り

し， 言葉 に気 付

く。

言 葉 の新 たな

要 素を 自分 の表

現に活用する。

社会科で思

考力をはぐ

くむ子ども

人 ・もの ・こ ととかかわ り合 いなが ら，社会的事象 に対す る認識 を広 げ，現在 ・過 去 ・未

来 に生きる人間像 を問い続 ける子 ども

○ 「人 ・もの ・こ と」に対 す る

多様 な視 点を大切 にす る。

○創造的 な未 来 をつ くる工夫や

努 力につ いて焦点化 させ ， 自

らの生活 と関連 させ，正 しい

社 会認識 をは ぐくむ。

自らの生活 経

験や既 習 の知識

と，新たに対象と

す る社 会的 事象

を関連付ける。

資料 な どか ら

新 たな情 報 を得

て，関連付けた社

会的 事象 を検討

する。

社会 的事 象 を

多面的 に分 析 し

ながら，社会に対

す る 自らの考 え

を再構築する。

算数科で思

考力をはぐ

くむ子 ども

これまでの学習や経験を振 り返 りながら，算数的活動を通 して，見通 しをもち，筋道を立

てて考えるとともに，数理的な処理のよさに気付く子ども

○身に付けた知識や技能を生か

して自分 らしい方法で問題解

決する。

○よりよい処理の仕方について

話 し合 うことをとおして，数

理的な処理のよさに気付 く。

自 らの生 活経

験 や既 習の知識

を基に，問題解決

を図る。

算 数 的活動や

話 し合い活動 を

とおして，知識や

技能を得る。

学 ん だ こ とを

日常生活場面や

応用課題で用い，

数理 的な処理 の

よさに気付く。

理科で思考

力をはぐく

む子 ども

観察や実験を通 して自然に親 しむとともに，自然事象とのかかわりを科学的に考えていく

子 ども

○規則性や法則性を観察や実験

をとお して， 自分 とは違った

見方や考え方をもつ他者 と意

見を交換 し，実感を伴った理

解を図る。

自然事 象 との

か かわ りの中で

生 まれた課題 に

対す る自分 の考

えをもつ。

共通 点や差 異

点 に着 目した他

者 との意 見交流

を行い，自然事象

に対す る考え を

深める。

自然 事象 を科

学的な見方 ・考え

方でとらえる。

以下略
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平成20年 度教育課程研究指定校事業研究成果報告書

ふ り が な

学校名
ご ざか い ち ょ うりつ こ さ か い に ししょ うがっこう

小坂井町立小坂井西小 学 校

校 長 名 ： 岡 田 正三

所 在 地 ： 愛 知県宝飯 郡小坂井町大字伊奈字

縫殿55－1

電話番号 ：0533－78－2281

③ 教科横断的な課題に関す る研 究 （平成19・20年 度）

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

小坂井町は愛知県南東部に位置 し，人口2万

2千 余 りの町である。以前は農家が多かったが，

近年，工場や住宅が増え，ベ ッ ドタウン的な地

域が見られる。

本校の教育目標は 『心ゆたかで 健やかな子

どもの育成』である。「本物にふれる，土にふ

れる，地域にふれる」体験活動を重視 し，基礎

学力の定着 と人権，国際理解，健康教育に力を

入れてきた。その中で，健やかな子 どもの育成

には，「いのち」 と 「共に生きること」の大切

さを学ぶ ことが肝要であると再認識 し，平成15

年度 よ り， 「い の

ち」「共 に生 きる」

をキー ワー ドに，

全 校 体 制 で環 境

教 育 に 取 り組 ん

でいる。

そして，本校で開催 した 「平成17年 度全国小

中学校環境教育研究大会愛知大会」や，18年度，

20年度の研究発表会で，全学級の授業を公開し

てきた。

2学 校 の概要 （平成20年5月1日 現在）

教員数30名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研究成果の要点】

カ リキュラムを作成す る上で，各教科 におい

て，【環境学 習 を とらえる視 点 】を もとに，関

連づ けを図 ることで，環境教 育 として よ り確 か

な取組 が可能 とな るこ とが，子 どもの姿 か ら明

らか になった。 【循 環 】や 【保全 】 といった環

境教育 として価値 のあ る内容 を，単独の教科だ

けで迫 ろ うとす るのではな く，教科横 断的に取

り組む ことで，子 どもの環境 に対す る問題意識

がよ り掘 り起 こされ，深化発展 してい く。その

ために，関連 づ けを子 どもに意識 させ る支援 を

してい く必 要性 も明 らか となった。

1研 究主題等

（1）学校における研究主題

豊かな人間性をはぐくむ環境教育

― 教科横断的なカ リキュラムを通 して ―

（2）学校における研究主題設定のねらい

環境教育は，今や，人類が未来にわたって

豊かにくらし続けていくために，重要かつ緊

急の課題である。地球が現在おかれている状

況を正 しく認識 し，やがてこの地球を支えて

いくことになる子どもたちが，何をなすべき

か自覚 し，実行す ることができるようにして

いかなければならない。そのためには，自分

を取 り巻 く環境に積極的にかかわり， 自分の

問題としてとらえ何 とか していこうと具体的

に動き出す姿勢を育てることが大切である。

粘 り強 く問題 と向き合い，解決に向けて行動

し続ける中で，追究する前には見えていなか

った 「いのち」の大切 さが見えてきた り，自

分を取 り巻く環境と自分 とのつなが りが見え

てきた りする。そ して子 どもが，「共に生き

ること」の大切 さを実感することこそが，人

・もの ・自然に対する見方を拡げることであ

り，これまでの自分の環境へのかかわ り方そ

のものを問い直すようになると考える。

161



（3）本調査研究 で取 り組 む教科 等

総合的 な学習の時間や生活 を軸 に，理科，

社会，家庭，国語，道徳 な ど全教科 において

取 り組む。

（4）取組体制

（5）2年 間 の主 な取組

平

成

19

年

度

4月

6月

7月

10月

12月

1月

2月

3月

研究全体会 （19年度の研究推進）
・教科横断的な学習を進めるための環

境カリキュラム作成の共通理解

授業研究会 （4年総合的な学習の時間）
・教科横断的な学習 として教科発展型

の総合的な学習の時間を位置付ける

ことで子 どもの問題意識や，社会で

の学びが生かされることの確認

環境カリキュラムづ くり
・関連づけを明確にす るために，カ リ

キュラムに 【環境学習をとらえる視

点】を盛 り込むことの確認

カ リキュラムにもとづいた授業研究会
・日置調査官 （当時）より，教科横断的な

課題に関する研究の進め方や本校の

環境カ リキュラム，環境学習につい

てのご指導

授業研究会 （3年 社会）
・環境学習として教科学習を充実させ

ていく上で，座席表を生か した授業

構想の必要性の確認

研究全体会 （カ リキュラム見直 し）
・学年間の連携 を意識 したカ リキュラ

ムの作成

研究全体会 （実践事例集づくり）
・これまでの本校の実践事例の形式に

ついての検討

研究全体会 （19年度のまとめ）
・カ リキュラムの見直 し

平

成

20

年

度

4月

6月

8月

11月

2月

3月

研究全体会 （20年度の研究推進）
・カ リキュラム作成における学年間の

整合性の確認

授業研究会
・カ リキュラムにおける関連づけの表

記方法や関連学習指導計画について

の確認
・授業における板書をより構造的に行

うことの重要性を含 めた授業の充実

研究全体会
・5年 生の事例をもとに関連づけの有

効性の検証

授業公開
・これまでの本校の取組を全体発表す

るとともに，カ リキュラムに位置付

けた学習内容を全学級で授業公開
・日置視学官より，学習指導要領改訂

に伴 う環境教育推進の重要性を講演

していただ く

平成20年 度国立教育政策研究所教育

課程研究センター関係指定校事業研究

協議会で発表

研究全体会 （20年度のまとめ）

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）環境カ リキュラムづくり

以下の視点にもとづき，環境教育にかかわ

るカ リキュラムの開発に取 り組んだ。

① 【環境をとらえる視点】を明確にする

②各学年の環境教育に直接かかわる学習内容

を洗い出す

③各教科等における環境学習としての目標を

設定す る

④ 【環境をとらえる視点】にもとづいて，実

践時期などを考慮 し，カリキュラム上に位

置付ける

① 【環境をとらえる視点】を明確にする

環境教育にかかわるカ リキュラムを作成

する際，その学習内容が環境教育 としてど

のような価値があるのか， ということを明

確にする必要があると考えた。そこで，「環

境教育指導資料」を参考に しなが ら，【環

境をとらえる視点】を設けた。

循環 多様性 生態系 共生 有限性

保全 生命 （尊重，連続性） など
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② 各学年の環境教育に直接かかわる学習内

容を洗い出す

わたしたちが直面 している多くの環境問

題を解決するために，各教科の教科書にお

いても様々な形で，環境にかかわる学習が

位置付けられている。特に，理科，社会，

家庭には，環境 とかかわりの深い学習内容

が多い。

例えば，6年 生の理科 「電磁石の性質」

という単元は前述 した 【環境をとらえる視

点】である 【有限性】について学ぶ ことが

できる。今回は，このように各学年とも「環

境教育指導資料」にある 「学習内容 と環境

をとらえる視点との関係」などを参考にし

ながら，環境教育に直接かかわる学習内容

を明確にした。

本校では，総合的な学習の時間を 『あお

い学習』 （以下，あおい学習を用いる） と

呼んでいる。環境教育を進めるにあたって

は，噂あおい学習がその大きな役割を担って

いる。各学年で，どのような学習内容，教

材を扱 うかは，地域の特性や子 どもの実態

を考慮 しながら，教科ごとに洗い出 した環

境にかかわる学習の【環境をとらえる視点】

とのつなが りを考えて決めていく。

例えば，本校4年 生は継続 してサ トウキ

ビの栽培を行っている。『サ トウキビ』単

元は，主として社会のごみの学習 と【循環】

とい う視点で関連づけて取 り組んでいる。

また，理科の生き物の学習とは 【生態系】，

社会の昔のくらしの学習 とは 【共生】とい

う視点で関連づけることができる。

③ 各教科等における環境学習 としての目標

を設定する

配列されている学習内容とその単元の目

標 を吟味 し，【環境 をとらえる視点】にも

とづいて，環境学習の目標を設定した。

3年 生の理科学習 「太 陽のはた らきを調

べ よ う」では，

太陽の光があた ると，明 るくな った り暖か く

なった りす ることに気づ く。 また，太陽熱温

水器 な ど，太 陽の光 の働 き を生活に利 用 して

いるこ とに気づ く。 【循環 】【共生】

とい う環境学習 としての目標を設定 した。

④ 【環境をとらえる視点】にもとづいて，

実践時期などを考慮 し，カ リキュラム上に

位置付ける

わたしたちは，あおい学習と教科や教科

間の関連には，次のような場合があると考

えている。

A：【環境をとらえる視点】が同 じであること

から，同時期に学習することで相互の学習

内容に深ま りが期待できる場合

B： 【環境をとらえる視点】が同じであること

から，学習内容が，後に行 う学習内容に有

効に働 くことが期待できる場合

C：あおい学習において子どもがもつ思いや願

いとつなげて学習することで，相互の学習

に深ま りが期待できる場合

D：教科の学習内容が発展 していき，あおい学

習へとつなげる場合

E：あおい学習を中心に，教科等 も含まれた単

元を構成す る場合

5年 生で は， 「木」 を核 に して， あおい

学習 「木 とわた したちの生活 を見つめ よ う」

とい う単元 を構想 した。

国語 「森林のおくりもの」【保全】【循環】

社会 「これか らの食料生産とわた したち」

【循環】【有限性】

理科 「流れる水のはたらき」【循環】

道徳 「ホタルの舞 う里」【保全】

ここに挙 げた，国語や道徳 は，関連づ け

（A）に当た る。国語 「森林 のお くりもの」

は本 来，10月 に学 習す る もの であ るが，

あおい学習 との関連づ けを考慮 して，1学
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期 に位 置付 けた。道徳 「ホタル の舞 う里」

につい て も， この時期 に行 うこ とで，【保

全】の意 識に迫 るこ とがで きる と考 えた。

社会や 理科は，関連づ け （B）に当たる。

先 に学習 した国語や あおい学習，道徳 を通

して高ま った 【保全 】【循環 】の意識 が，

社会や理科 の学習場 面を通 して より高まっ

た り，学 んだ学習 内容 の意 味を実感 した り

す るな ど， よ り効果的 な学習 を期待 した も

ので ある。

また，5年 生で は， あお い学習で の思い

や願 い を生かそ うと，図工 「マイスプー ン

を作ろ う」 とい う単元 を構想 し，カ リキュ

ラムに位 置付けた。これ は，関連づ け （C）

に当た る。あお い学 習で 自分 の生活 と 「木」

とのかかわ りの深 さに気づ き，大切に しな

けれ ばな らない と感 じてい る 「木」の現状

を知った子 どもたちな らば，マイスプー ン

を作 る活 動において扱 ってい る 「木 」の背

景を考えなが ら，自分だけのスプーン作 り

に取 り組む姿が期待できると考えた。

（2）関連づけを子 どもに意識 させ る教師支援の

あ り方

子 どもが 「自分を取り巻 く環境の見方を拡

げる」授業 となるためには，意図的に 「つな

がり」を意識 させたり，理解 させるための手

だてを講 じた りしていく必要がある。

「つなが り」を意識させる手だて

1学 びの足跡 としての掲示物を作成する

2単 元導入時に，学びを想起する場面を設

定する

3授 業で 「つなが り」を理解 させ る状況に

おいて，意図的に学びを想起する場面を

設ける

4「 つながり」を意識 している子 どもを意

図的に登場 させる

5子 どもの学習記録への朱書きにおいて，

「つなが り」を意識させる

6単 元終了時に 「つなが り」を意識させる

振 り返 りを行 う

5年 生カリキュラム

環 境 学 習 カ リキ ュ ラ ム 〈第5学 年 〉
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（3）実践例 と考 察

「学校 の授業 で森林 のこ とをや って，私は森

林 をふや して少 しでも地球温だん化をス トッ

プ させたい と思い，地球温だん化の ことを書

きま した。で も，森林だ け じゃな くて もっ と

自分にで きることがあ ると思います。 そ こで

私は， ゴ ミ拾いをす ることに しま した。」

（A子 の 自由研究 「地球温だん化ス トップ ！」
・研 究の動機 よ り）

「自分 にできる ことがある」 と，夏休みの

自由研究 として，近所 のゴ ミ拾い を行 ったA

子。言葉 だけで終わ るのでは なく実行 してい

る。 こ うして動 き出す きっか けとなった 「学

校の授業」について，そ の様子 を述べてい く。

① 国語 「森林 のお く りもの」

この説 明文 を初 めて読 んだ子 どもた ちは

次のよ うな感想 を書 いた。

・私たちは森林のおかげでくらしていけるなんて

すごいと思いま した。私たちも森林をまもって

いきたいです。（A子）

・やっぱり木を大切に しなきゃいけないというこ

とでした。（B子）

「ま もって」 「大切 に」 か らは，A子 やB

子 に 【保全 】の意識 があ ることが分か る。

しか し， 「や っぱ り」か ら分 か るよ うに，

それ は常識的 な知識 として理解 してい るだ

けで，実感が ともなってい るわ けではない

のであ ろ う。国語の授業だ けで 【保全】に

ついて考 えるだ けでは， うわべだけの理解

で終わって しまい，環境 教育 としては物足

りない。教科 を超 えて関連づ けを図るこ と

で， 【保全 】 な どの環境教育 として価値 あ

る内容 に迫 るこ とができる と考 え，本単元

で， 「森林 のお く りもの」の具体例 を読 み

取 った り，筆者の考 えを読み取った りす る

学習に取 り組 ませた。

② あおい学習 「木 とわたしたちの生活をみ

つめよう」

森林の働きについて国語で学んだ子ども

た ちに，近 くのNPO法 人 による訪 問授業

「一緒に森 へ行 こ う」 を体験す る場 を設 け

た。森林 の保水機 能に関す る実験や，木の

性質や性能 を知 るために実際に触れ る体験

な どは， 「森 林 のお くりもの」 の内容 と直

接かかわ るところである。

訪問授 業では，間伐 につ いて説 明 して も

らった後，保 水 に関す る実験 を行 った。そ

の後，数種類 の木 材 を実際 に さわった り，

匂いを嗅 いだ りす るな ど，直接木 と触れ合

い， 「森林 のお く りもの」で書 かれ てい る

ことを追体験 した。

A子 は，訪問授業後 ，次の よ うな感想 を

残 してい る。

・森林はとてもいいことをします。それは 「水」，

川の水をた くわえて流 してくれると言っていま

した。すごい と思いました。もっと木に感 しゃ

しなきゃいけないと思います。こんな話を聞い

て森林とは，とても大切で人のためになるもの

だなあと思いました。 （A子）

森林 の働 きを専 門の方 か ら聞いたA子 は

「木 に感 しゃ」 「とて も大切 で人のた めに

なる」 と，森 林の存在意義 を実感 し始 めて

いた。その後，暮 らしの 中にある 「木」 を

探す活動を行 い， 自分の 「木」 とのかかわ

りを探 した り，家族 へのイ ンタビュー を行

った りした。A子 は次 のよ うに 自分 と 「木」

とのかかわ りを振 り返 った。

・図書館が近 くにあってそのとな りの大きな木の

下でくりを拾った り，夏にはひかげなのでそこ

で休んだ。（A子）

今住んでい る小坂井町 よ りも自然豊かな

ところで育 ったA子 は，その ころの生活 を

振 り返 り， 自分 自身 も 「木 」のお世話にな

ってきたことを思い 出 している。

各 自が調べて きた こ とを発表す る授業 に

おい て， 昔に比べ て今は ， 「木」 とのかか

わ りが少 な くなってい ることが浮 き彫 りと

なった。そ こで， ど うしてそ うなってきた

のかを考える場 を持 った。
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子 どもた ちは，人間が便利 さを求 めてき

たた めに， 「木」 の製品が プ ラス チ ック製

品な どに取って代 わ られ たのではないか と

考 えた。話 し合い の中で， 「こ うした発達

が地球温暖化 を引き起 こ している」 とC男

が発言 した。

授業後A子 は次の よ うな感想 を書いた。

・みんなの意見を聞いていて人間は，なぜ木も役

に立つのにプラスチ ックを使 うんだろうと思っ

た。あと，地球温だん化が進んでいるのを人間

が気づいたらもっと木がふえると思 う。（A子）

A子 の感想か らはこの授業のC男 の意見

に影響を受けていることが読み取れる。

その後，日本や世界の森林の現状を調べ

る活動に子 どもたちは取 り組んでいった。

A子 は，「なぜ地球温だん化が進むのに人

間は森林を破かいするのか」 とい うテーマ

を選んだ。設定理由は次のようである。

今，地球温だん化が進んでいて，人間は進んでい

るのがわかっているのに，森林を破かいするから

なぜかなと思った。人間がもっと地球のことを気

に して少 しでも森林をほごすれば地球温だん化は

少しでもとまると思 う。 （A子）

A子 にとっては，木や森林の働きを知れ

ば知るほど，森林伐採の現状 との矛盾が納

得できないのである。地球温暖化が進んで

いる現実があるのに，どうしてもっとそれ

を防ぐための行動に移せないのか，という

A子 のもどかしさが伝わってくる。

A子 は，調査を始めて，イン ドでの開発

による森林破壊の事実や 日本では木を世話

する人々が減少 している事実をつかんだ。

そ して 「必要以上に木を切 り続けてきたと

い うことが分か りま した。私は物が少 しへ

ってもいいから，木をむだづかいしてほし

くないと思います。」と結んだ。

ここまでのA子 の姿をとらえていく中で

学習記録にたびたび登場 してくる「人間は」

「人間が」 とい う言葉が気になる。なぜな

ら，その 「人間」には，A子 自身も含まれ

ているのである。そのことには，まだA子

は気づいていない。 そんなA子 が，道徳の

授 業 を通 して変化 が見 られ た。

③ 道徳 「ホタル の舞 う里」

「ホタルの舞 う里」 を読 んで， どのよ う

なこ とが書いてあ ったのか 出 し合 う場 を設

けた。その後，高子 が家の前の川 を じっと

見つめている場 面で，高子 が何 を考えてい

たのかを想像す る場 を もった。

T4： 高子は何を考えていたんだろう

C6： 私たちが川 を汚 しているからホタルが絶滅

しかかっているのかな

C7： 川の掃除をしようかな

C8： 昔に戻るといいな

「私 たちが川 を汚 してい るか ら」 と高子

を通 して自分の事 と して考 えよ うと した り

「掃除 を しよ うかな」 と自分た ちの手でで

きることを してい こうとい う気持 ちを もっ

た りす る子 どももいる。

最後 に，今 までの 自分 の 自然へ の接 し方

につ いて振 り返 った。

・私は， 自然の中の植物を 「いいかげんにしろ」

とい うくらい， とって川になが して遊んでいま

した。こんどは植物を大切にして川 もよごさな

いように します。私は川でゴミをポイ捨て して

しまいました。今度から自分で しないでひろう

方になりたいです。（A子）

A子 は これ までの 自然 への接 し方 を見つ

め直す 中で， 「ひ ろ う方 に な りたい」 と保

全の意識 を高 め，行動 したい と願 うよ うに

なっている。 これ までのA子 の意識 をつな

げてみ ると， 「木 」 を通 して国語， あおい

学習 な どで学ぶ中で，何 とか していかない

と，とい う意識 を高 めて きてい る。しか し，

は じめの頃 は， 「人 間が」の よ うに 自分 の

事 として対象 を引き寄せてい なか ったA子

であった。それ が，道徳 「ホタル の舞 う里」

で 「川」についての 【保 全】を考 える中で，
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自分でで きることを，と考え るよ うなった。

この よ うに， 【保全 】 を意識 した教科横 断

的な学び を経験 したA子 は，夏休み に ゴ ミ拾

い を行 ったのであ る。

（4）各学年の様子

①1年 生の様子

1年 生 「あ きとあそぼ う」

生活科 を中心に国語，図工 を関連 づけ，実

践を行 った。

生 活 科 で は ，

校 内探検 ，公園 ，

神 社 探 検 で 集 め

た 木 の 実 な ど を

使 っ て ， み の む

しや 壁 飾 りを 作

った り， どん ぐ り

ごま を始 め多 くの

手作 りお もちゃで遊んだ りした。

国語では，生活科での観 察，活動，気づ き

を文でま とめた ことか ら，感 じた ことを言葉

の うたに して，音読 して伝え合 うことで，豊

かな言葉の表現や音のひび きを感 じる姿が見

られた。

この よ うに，表現す る内容 を生活科での実

体験 をもとにす ることで，諸感 覚 を通 して育

まれた思い を伝 えてい きなが ら，かかわ った

自然 のす ば らしさに気 づ き，『感 じる力 』 を

高めてい った。

②2年 生の様子

2年 生 「めざせ ！イチ ゴパーテ ィー」

生活科 を中心 に国語，道徳 を関連づ け，実

践 を行 った。

国語で は， 自分 のイチ ゴ と比べ る，友達 と

言葉 を考 え合 う，見学先 に関 わる数字 をきち

ん と入れ るな ど，具体的 な事実の 中に自分の

思 い を加 え る よ うな見 学文 を書 く ことがで

き，環境教育 を支 える基盤 となった。

生活科 では，観察記録 を継続的 に とり続 け

た。

「はっぱを さわってみ た ら，す ごい， うす

かったです。 わた しは，ちゃん と （光 を）

当ててるつ もりだったので，び っ くりしま

した。 なので， 日の 当た る方 こ うにむけて

お い ときま した。 なん 日か たったので， さ

わってみた ら，前 よ りも，ず っ とぶ あつ く

なっていま した。」

この観察記録 か らもわか るよ うに，子 ども

たちは，光や 温度 を調節 して，元気 の よいイ

チ ゴが実る よ うに世話 をす るこ とができた。

この よ うに，『考 える力』 を高 める姿が見 ら

れた。

③3年 生の様子

3年 生 「知 り隊 ！や ってみ隊 ！小坂井 町」

あお い学習 を中心に，社会，理科 ，国語 ，

道徳 を関連 づ け， 【共 生】 の意 識 を育む こ と

をね らい，実践 を行 った。

社 会で町内のホ ウ レン ソウ栽培農家 の工夫

を学 んだ子 どもた ちは，そ の学び を生 か して

あおい学習で，種か らホ ウレンソ ウを育て，

最後に販 売を行った。

「わ ざわ ざ学校か ら，わた した ちがみみず

を畑 にまいて， さわれ なか った子 も，み み

ず をさわれ る よ うにな りま した。 （略）。A

さん （社 会でお世話 にな った農家 の方） に

出荷 の こと，土の ことを くわ しく学 んでき

て， よかったです。」

これ は，あおい学習の最後 に，お世話 にな

ったAさ んへのお礼の手紙 である。 「わ ざわ

ざ」か らは，栽培 を始 めた頃 は，みみず を用

い るよさに納得 してい なか った子 どもが，「土

の ことをくわ しく学んで きて，よかったです 」

と， 自然の仕組 み を生かす こ とのよ さを感 じ

るよ うになった。

ま た ，理 科 との

関 連 で太 陽 の働

きが ，栽 培 に 生

か され てい る こ

とに気づ くな ど，

子 どもた ちは【共

生】の意識 を高

めた。

④4年 生の様子

4年 生 「小坂井の水 を守 る」

あおい学習 を中心に，社会，国語，道徳 を

関連づ け，【共生】【保 全】の意識 を育む こ と

をね らい，実践 を行 った。

子 どもた ちは，小坂井の水 環境 を中心 に現

く じゃ く

手作りの看板
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状 を調べ てい くなかで，小坂 井町は水 の豊か

な町である ことを実感 し，愛着 を深 めていっ

た。そ して，地域 の人や 工場 で働 く人た ちが，

環境 を守 るために努力 している ことを学び，

自分 たちでできるこ とを実践 していった。

「か ぎ りある水 な どをむだ に使 わず に大切

にす る。い ままでの活動だ け じゃな くて，

まだや っていないエ コな どもいろい ろや り

たいです。」

こ の 学 習 記

録 か ら も 分 か

る よ う に ， 子

ど も た ち は ，

小 坂 井 の 水 を

大 切 に して い

き た い と 【共

生 】【保全 】の意

識 を高 めた。

⑤6年 生の様子

6年 生 「水 環境の学習 を深 め よ う」

理科 「水 よ う液 の性 質」 を発展 させてい き

なが ら，あおい学 習，家庭 科，道徳 を関連づ

け，【循環 】【保全 】の意識 を育む ことをね ら

い，実践 を行 った。

子 どもたちは，水環境 が複雑 な 【循 環】の

仕組み の中で成 り立ち，水環境 の中で 自分 た

ちの生活 が成 り立 っている ことを実感 し，【循

環 】【保全 】の意識 を高 めた。

「洗剤の こ とを考 えてみ る と見 えなかった

部分が見 えて きて，成分や価格 ，量，肌へ

のな じみ方，汚れのお ち ぐあい，泡 ぎれ，

環 境す べてに関係 してい って，いつのまに

か真剣 に考えていま した。」

これ は，子 どもたちに，生活 とのつなが り

を意識 させ るために，い くつ もの洗剤 の中か

らどの洗剤 を選ぶ のかについて考 えた授 業の

振 り返 りである。 この資料 か らは，洗剤 を通

して，つ なが りを実感 している様子 が読 み取

れる。 「環境 すべ てに」 は，低学年 か ら積み

重ねて きた学び をつ なげて とらえている。6

年生 らしい 『考 える力』 である。

⑥ 特別支援学級の様子

生活単元 「ポ ン ！ポ ン ！ポ ップ コー ン」

子 どもたちは，ポ ップ コー ンの生長 の様 子

を観 察 しなが ら，種か ら花，実そ して種 と変

化 してい くことを知 り，命 が循 環 してい るこ

とを学んだ。

そ して， 実

を 使 って ，

自分 で 考 え

た 味 付 け に

挑 戦 し， 学

級 の 仲 間 や

交流学級の仲

間 な ど，人 と

のかかわ りを深めてい くことがで きた。

3研 究成果の普及

・実践事例集の作成

・研究発表会

・研究協議会で発表

4今 後の展望

（1）カ リキュラムについて

・各教科において環境 教育で重視す る能力や

態度を養 う教科 について， どの よ うにカ リ

キュラムに位 置付 け るかを検討す る。

・6年 間を見通 して，環境教 育の内容 面での

つなが りを明確 に してい く。

（2）単元 ・授業 について

・子 どもが実感 を伴 った理解 がで きる よ うに

子 どもた ちの身近 な もの を教材 化 した り，

体験活動 を今後 も重視 してい く。

・持続可能 な社会 に向けて， よ り幅広 く教材

を開発 してい く。

・ネ イチ ャー ゲームや プ ロジ ェク ト・ワイル

ドにお けるアクテ ィ ビテ ィー を単元や 授業

に取 り入れ た り，出前授 業や 環境教 育プ ロ

グラム を体験す る場 を設 けた りす るな ど，

単元や授業の幅 を拡げ る工夫を行 う。

・関連づ けを子 どもに意識 させ る教師支援 の

あ り方 を探 る。

本校の環境教育で求めている子 どもの姿は，

『感 じる力』『考える力』『行動する力』を発揮

する姿である。その姿を目指 して，今後 も全校

体制で環境教育に取 り組んでいきたい。

町内にある水場見学

ポ ッ プ コー ン づ く り
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